全国地域づくり⼈財塾
主催：総務省

共催:⽯川県 後援：⾦沢市

行ってみたい、住んでみたいと思うような地域づくりに向け、地域独自の価値や魅力を
高める創造的な人材が求められています。
そうした地域づくり活動を自らの手で企画し実践する「地域づくり人」を育成するため、
「全国地域づくり人財塾」を、石川県金沢市において開催します。
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2019年7⽉18⽇（⽊）･19⽇（⾦）・20⽇（⼟）
※お泊りの場所は各⾃でご⽤意ください。
7/18（木）
7/19（金）
7/20（土）

13：00～17：40
18：00～19：30
9：00～11：35
12：30～17：00
8：30～17：00

： 講義
： 講師との交流会
： 講義
： 講師との直接対話（分科会形式）
：フィールドワーク（自由参加）

●地域づくりに関⼼のある⾏政職員・地域づくり団体・NPO関係者の⽅
●フィールドワークを除く全課⽬を受講いただける⽅(途中参加・退席は、不可)

80名＜フィールドワーク20名＞

無料

１⽇⽬の交流会費は別途必要です。
２⽇⽬の昼⾷は各⾃ご⽤意ください。
3⽇⽬のフィールドワークは参加料が必要です。

金沢市文化ホール （石川県金沢市高岡15番1号）

【受講⽣の声】〜全国地域づくり⼈財塾in札幌(H30)
●
●
●
●
●
●
●

アンケートより

〜

情熱的ですが、理知的でもあり、⾃分の⽬指すところであると感じる講義でした。
本気になって、地域づくりに取り組むことの⼤切さが理解できました。
何度でも聞きたい話でした。熱い思いや具体的な対策など勉強になりました。
具体的な⼿法とヒントがたくさんあり、勉強になりました。
とても刺激的でした。⾃分の仕事と業界は違いますが、地域づくりにとても参考になりました。
豊富な事例を紹介していただき、⼤変参考となりました。
北海道の皆さんと交流することができて良かった。今の⾃分にヒントになるような講義も多く、

すぐに実践していきたいと思いました。

【主催】総務省 地域⼒創造グループ ⼈材⼒活性化・連携交流室
お問い
担当：⽬貫、千葉 Tel.03-5253-5392
合わせ先 申込書にご記入の上 E-mail：jinzai.renkei@soumu.go.jp までお送りください。

プログラム詳細

※プログラムについては現在の予定です。

■７月１８日（木）
12:00‐12:45

受付

※１日目の昼食は済ませて、ご参加ください

12:45‐13:00

開講・オリエンテーション

13:00‐13:15 【導入講義】
総務省地域力創造グループ人材力活性化・連携交流室

『人材力の活性化について』

13:20‐14:30 【講義】
『人が育つ、人間里山主義』

一社スマート代表理事（NPOﾌｭｰｼﾞｮﾝ長池創業者）

富永 一夫 氏

柳谷自治公民館館長

豊重 哲郎 氏

14:45‐15:55 【講義】
『地域再生～行政に頼らない地域づくり～』

16:10‐17:20 【講義】
『農林漁家で始めよう～魅力ある暮らしと地域おこし～』

春蘭の里代表理事

多田

喜一郎 氏

17:25‐17:40 【振り返り・閉講】
18:00‐19:30 【交流会】

■７月１９日（金）

金沢市文化ホール
参加者間の交流を深める懇親会を開催します（会費：3,500円）

9:00‐10:10 【講義】
『地域づくりのマネジメント－つながりをつくり創発を生む仕組みづくり－』
慶應義塾大学総合政策学部 教授(学部長補佐)

飯盛 義徳 氏

10:25‐11:35 【講義】
『御祓川がつなぐ、まち、みせ、ひと～民間まちづくり会社の20年』
株式会社 御祓川代表取締役

森山

奈美 氏

11:35‐12:30 【昼食・休憩】
12:30‐14:00 【直接対話Ⅰ】
14:15‐15:45 【直接対話Ⅱ】

※ 直接対話は、講師の話を聞くだけではなく、他の受講者の意見を聞
きながら、「みんなで学び合う場」です。
※ 以下の５名の講師から２名を受講します。希望する講師を申込時に
伺います。
①飯盛講師 ②富永講師 ③豊重講師 ④多田講師 ⑤森山講師

16:00‐17:00 【振り返り・閉講】

■７月２０日（土）

フォローアップ研修の紹介など

【フィールドワーク】

（株）御祓川の取組を視察（参加料：2,000円）

8:30 集合→出発（車内でアイスブレイク、能登の観光ガイド）
10:00 七尾着 能登食祭市場からbancoにて 七尾のまちづくりの流れを紹介
12:00 昼食
13:00 過去事例の駅前再開発ビルを視察
13:30 一本杉通り
14:30 ふりかえりワーク
15:30 七尾発
17:00 金沢着・解散

講 師 紹 介 （講義順）
■一般社団法人スマート代表理事

※令和元年5月24日現在の役職

（NPOフュージョン長池創業者）

富永 一夫 氏

東京多摩ニュータウンに暮らす普通のサラリーマンだった講師が、47歳で会社を辞めて地域に戻り、暮らし
を支援するNPO法人を設立。住宅管理支援事業、高度情報化支援事業等々の事業を立ち上げ、八王子市
都市公園の指定管理者として地域課題の解決に取り組んでこられました。後継者育成にも専心し、2016年に
全ての経営権を30代と20代に移譲。2019年６月に理事も退任し一会員に。
2012年度には、緑の都市賞（国土交通大臣賞）、2016年度には、ふるさとづくり大賞（総務大臣表彰）を受賞。
2017年８月には、DVDで教材を開発し、「公園経営学校」を主宰。２０１９年５月人間里山主義を出版したのを
契機に「NPO経営学校」も創業。
“都市郊外”の新興住宅地で、既存の住民と新住民との間で地域づくりの活動を実践されてきた講師の御
経験をもとに、どのような点に留意して地域活動を展開すべきか、その要諦を講義いただきます。
【参考ＨＰ：NPOフュージョン長池（http://www.pompoco.or.jp/）】

■柳谷自治公民館館長

豊重 哲郎 氏

柳谷は、鹿児島県肝属平野に位置し、集落ぐるみで豊かな生き方を目指す小さな「むら」です。土着菌を
活用した環境保全型農業や生きた福祉活動が高く評価され、第8回日本計画行政学会「計画賞」の最優秀
賞受賞。
また、「むらづくり日本一」も受賞、平成30年度ふるさとづくり大賞、内閣総理大臣賞受賞。行政に頼らない
住民自治を基本に、自主財源確保活動にオリジナル焼酎開発販売。各地のリーダー養成の故郷創世塾開
講等２３年間継続中。
リーダーは企画力、演出力、財務力の学びを高め地域創生で社会に貢献して欲しいとの熱意を持って、全
住民参加型の感動の地域づくりを実践している豊重自治公民館長の御経験をもとに、行政に頼らない自立
した地域づくりのポイントと、地域人材の力を引き出し、活動に巻き込むためのポイントを講義いただきます。
【参考ＨＰ：やねだん（http://www.yanedan.com/）】

■慶應義塾大学総合政策学部教授(学部長補佐)

飯盛

義徳 氏

地域づくりの第一人者である慶應義塾大学飯盛義徳教授は、実際に学生と一緒に各地を訪問して、地
域の人々とともに課題解決につながる研究プロジェクトを立ち上げ、理論と実践の相乗効果を目指して
おられます。
その御経験から、数々の先進的取り組み事例の分析に基づき、プラットフォームの観点から、どのよう
にすると多様な人たちが集まり、相互作用が活発になり、新しい主体的な活動が生まれて賑わい創出に
つながっていくのかなど、これからの地域づくりに役立つ本質について人材力の観点から講義いただき
ます。
【参考ＨＰ：慶應義塾大学飯盛義徳研究室（http://isagai.sfc.keio.ac.jp/）】

■春蘭の里

代表理事

多田喜一郎

氏

農家民宿「春蘭の宿」主人。1996年能登町宮地地区の有志7名で「春蘭の里実行委員会」を結成し、
「春蘭の里構想」に基づき、観光森林、観光農業等地域全体を農事公園とした地域づくりに取り組む。
1997年自宅で農家民宿第一号「春蘭の宿」開業。現在４０数軒の農家民宿が地域で営業している。若者
が戻ってこられる農村の再生を目指し、地域の活性化に尽力しているご経験をもとに、講義いただきます。

■株式会社御祓川代表取締役 森山 奈美 氏
石川県七尾市生まれ。いしかわ地域づくり協会専任コーディネーター。ふるさとのまちづくりに取り組む
父の姿を見て、将来はまちづくりを仕事にしたいと考え、横浜国立大学で都市計画を専攻。
1995年、株式会社計画情報研究所に入社。都市計画コンサルタントとして、地域振興計画、道路計画等
を担当した。民間まちづくり会社、株式会社御祓川の設立に携わり、1999年より同社チーフマネージャーを
兼務。
2007年より現職。同年に起きた能登半島地震を機に、能登一円の中間支援機能として「能登スタイルスト
ア」や「能登の人事部」を事業化し、サポートの拠点として市民大学「御祓川大学」を設立。様々な主体が関
わるまちづくりのつなぎ役として、能登の元気を発信し「小さな世界都市・七尾」の実現を目指して日々、挑
戦中。これまでのまちづくりに関わるご経験をもとに、講義いただきます。
【参考ＨＰ:株式会社 御祓川 （https://www.misogigawa.com）】

令和元年度全国地域づくり⼈財塾 in ⾦沢 受講申込書
下記の申込書にご記入の上

E-mail：jinzai.renkei@soumu.go.jp までお送りください。

受講申込書 （申込期限：令和元年７⽉５⽇（⾦）17：００まで）
お名前
（ふりがな）

E-mail
電話番号
（所属・団体名）
ご所属
（部署・役職名）
交流会
（会費：3，500円）

参

加

・

不参加

フィールドワー
ク（3日目）

参

加

・

不参加

（参加料：2，000
円）

第１希望

講師との
直接対話

コース①：飯盛講師
コース②：富永講師
コース③：豊重講師
コース④：多田講師
コース⑤：森山講師

第２希望

第３希望

第４希望

※上記欄に御希望のコースを第５希望まで記入してください。
※会場の都合により、第３希望以降になる場合も あります。
※受講コースは、当日発表いたします。受講コースの変更はできません。
※直接対話は、講師の話を聞くだけではなく、他の受講者の意見を聞き
ながら、「みんなで学び合う場」です。

事前記入欄 （できるだけ簡潔に、箇条書きでご記入ください）
人財塾受講の動機につい
てご記入ください。また、こ
の研修で学びたいことをご
記入ください。（100字以内）
選択講義で講師に聞きたいこと （それぞれ３０文字以内）
第１希望
第２希望
第３希望
第４希望
第５希望

第５希望

